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今年度の計画をたてよう

外国のお話を聞こう

国際協力について学ぼう

国際協力について学ぼう

国際交流まつりに参加しよう

お料理教室

クリスマスパーティーをしよう

国際交流パーティーの準備をしよう

パーティを開こう!!!

ソニー（株）仙台テクノロジーセンター

　随時受け付けておりますので、下記連絡先に問い合わせてください。入会費はかかりませんが、

入会時に年会費2000円を納めていただきます。また、会員の方は4部（交流部・広報部・ジュニア

部・青年部）のいずれかに所属していただきますので、希望の部会をお選びください。

　ジュニア部員募集は市内各小学校をとおして募集しております。対象は小学校4年生から6年生で

す。

連絡先：岡崎宅 ☎368-7956

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員募集

平成25年10月19日

　平成25年8月5日
（日曜日）東北学院大
学の留学生と「日本に
住んでみて」をお題に
フリートークを行いま
した。日本の風習に戸
惑いながらも、元気に日本をエンジョイし日
本を学んでいる留学生達の姿に国境を越えた
人間愛を感じ、充実した時間を過ごしました。

　国際交流協会 青年部　鈴木　俊信

青年部

多賀城市文化センターを会場に世界のステー
ジショーを市民の皆様をお迎えし、今年も華
やかに行われました。

仙台在住の外国の方「宮城に住んでみて」ディスカッション

市内幼稚園児の合唱

中国の「ヤンコ踊り」

モンゴルの民族楽器演奏

終了後、会員メンバーと一緒に記念撮影



交流部 ジュニア部

国際理解講座を開催
　今年1月17日を皮切りに3回シリーズで、
『ロシアを知ろう』とのタイトルで、市民の
方を対象に副島イリナさんを講師に迎え、
　①歴史
　②会話
　③料理（ボルシチ他）
の講習を行いました。
　皆さん、和気あいあいと歴史・文化や会話、
料理実習などに励んでおりました。 

小学４年生から小学6年生までのメン
バーが、月に一度、第２土曜日の午後
に、海外の方をゲストに招いてゲーム
や料理をしながら楽しく海外の文化を
学んでいます。

　6月30日（日）多賀城市国際交流協会では、す
っかりお馴染みとなりました、多賀城跡あやめ園
で開催されたあやめまつりに今年も参加させて頂
きました。当日は、食の交流ではアメリカ人のタ
ーニャさんのご指導の下でのメキシコ風米国料理
のチキントルティーヤスープの販売、ステージ交
流では、モンゴルの代表的な音楽をモリトンモン
ゴルの皆さんに奏でて頂き、そして中華人民共和
国の皆さんからは、ヤンコ踊り（田植えおどり）
で華を添えて頂き、題して「三ヶ国フェア」とし
て、参加、御披露、多くの市民の皆様と多方面に
亘り交流をさせて頂きました。その結果、たくさ
んの賛辞の声を頂き、会員も感激、感動し、次の
活動への励みとなりました。市民の皆様のご来場
に心からの感謝を申し上げます。

　台風被害があったフィリピンを支援するため、
JR仙石線多賀城駅前で募金活動をしました。
募金金額は114,660円でした。
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